
作品名 「ダムド・ファイル」
放映媒体 テレビ（名古屋テレビ）連続ドラマ
主な出演者 小峰嶺奈ほか
放映期間等 2003年12月12日（金）午前２：５０～（小田原撮影分）
主な内容 名古屋発のサスペンスホラードラマ
主な撮影場所 市営住宅ほか

作品名 「共犯者」
放映媒体 テレビ（日本テレビ） 連続ドラマ
主な出演者 三上博、奥菜恵、池内博之、佐野史郎、石橋蓮司ほか
放映期間等 2003年10月15日（水）22:00～スタート

主な内容
同僚のＯＬを殺害し、時効まであと３か月のカード会社の課長のもとへ突然謎の男が現
れ、「君が殺人犯だと知っている」と告げる・・。

主な撮影場所 江之浦漁港ほか （小田原撮影分の放送日未定）

作品名 福山雅治 「虹」 レーザーカラオケ
放映媒体 レーザーカラオケ
主な出演者 役者男女
放映期間等 2003年10月から利用可能
主な内容 福山雅治の新曲「虹」のレーザーカラオケ。
主な撮影場所 小田原市立片浦小学校

作品名 藍坊主「空」プロモーションビデオ
放映媒体 テレビ
主な出演者 藍坊主ほか
放映期間等 テレビ音楽番組などで放送
主な内容 藍坊主のメンバー思い出の場所でプロモーションビデオを撮影。
主な撮影場所 市内中学校ほか

作品名 「昭和歌謡大全集」
放映媒体 映画
主な出演者 樋口可南子、岸本加世子、細川ふみえ、池内博之、松田龍平、安藤政信ほか
放映期間等 2003年秋公開予定
主な内容 壮絶な戦いの果てに、若者たちは生きる目的を、おばさんたちは美しい輝きを取り戻し
主な撮影場所 米神漁港、早川一夜城きらめきガーデン

作品名 「新・極道三国志2」
放映媒体 映画（Ｖシネマ）
主な出演者 清水宏次郎、石橋保、今井雅之、藤森夕子
放映期間等 2003年12月10日発売

主な内容
三人の若者が極道社会の中で全国制覇の夢を持ち、関西の巨大やくざ組織に立ち向
かいながら男の絆を結ぶ物語

主な撮影場所 御幸の浜海岸、サンサンヒルズ

作品名 「ビギナー」
放映媒体 テレビ（フジテレビ） 連続ドラマ
主な出演者 オダギリジョー、堤 真一、奥菜 恵、我修院達也、横山めぐみ、北村総一朗、松雪泰子
放映期間等 第1回放送 １０月６日（月）21:00～22:00 （全１１話）
主な内容 同世代を生きる若者の汗と苦悩を描いた青春群像ドラマ
主な撮影場所 スパウザ小田原、片浦小学校

小田原市内でロケが行われた主な作品をご紹介します。

最近の主なロケ実績 2003年



作品名 特別企画ドラマ「フジ子・ヘミングの軌跡」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 菅野美穂、十朱幸代、野際陽子、岡田真澄ほか
放映期間等 2003年10月17日（金）21:00～23:00放送予定

主な内容
「リストとショパンを弾く為に生まれて来たピアニスト」と評されたピアニストが、聴力を失
い絶望の日々から、奇跡の復活を遂げるまでの軌跡を描く。

主な撮影場所 小田原市役所

作品名 「幸福の王子」
放映媒体 テレビ（日本テレビ） 連続ドラマ
主な出演者 本木雅弘、菅野美穂、渡部篤郎ほか
放映期間等 2003年9月10日（水）22:30～24:40（最終回拡大版）

主な内容
悲しい愛の物語を通して、ピュアに生きることの難しさ、それでも希望を持って生きてゆく
人間の勇気と強さを描いた本格的ラブストーリー。

主な撮影場所 いこいの森体験交流センター「きつつき」

作品名 「クニミツの政（まつり）」
放映媒体 テレビ（フジテレビ） 連続ドラマ
主な出演者 押尾学、伊東美咲、佐々木蔵之介、吉岡美穂、大杉蓮ほか
放映期間等 毎週火曜日22:00～23:00 （放送中・全11話）

主な内容
腐りきったニッポンを変えるという熱いハートと無垢な志を持った若者が、市長選という
“政（まつり）”に向かって小さな町に奇跡を起こす。

主な撮影場所 間中病院（最終話）、御幸の浜海岸、小田原アリーナ、小田原城、小田原漁港など市内

作品名 「To heart」三部作 第三部 ロンリーハート
放映媒体 劇場公開映画（自主制作）
主な出演者
放映期間等 平成15年9月6日・7日
主な内容 最後まで伝えられなかった２人の想いを美しい音楽と映像で綴る。
主な撮影場所 市役所、かもめ図書館、富水駅ほか

作品名 金曜エンタテイメント「大がかりな嘘」
放映媒体 テレビ (フジテレビ) シリーズドラマ
主な出演者 名取裕子、西岡徳馬、美保純ほか
放映期間等 2003年8月8日（金）21:00～
主な内容 ある商社でセクハラ事件が発生。被害を受けた女性が上司を裁判に訴えた・・・。
主な撮影場所 小田原漁港、御幸の浜海岸、小田原市街地ほか

作品名 月曜ドラマシリーズ「盲導犬クイールの一生」
放映媒体 テレビ（ＮＨＫ総合） 連続ドラマ
主な出演者 沢口靖子、玉置浩二、うじきつよしほか
放映期間等 2003年6月16日（月）9:15～9:58 （全７話）
主な内容 １頭の盲導犬を中心にして、取り巻く人々を描いていく。
主な撮影場所 市営仲沢住宅（府川）ほか ※小田原撮影分は3話から

作品名 「Ｄｒ．コトー診療所」
放映媒体 テレビ（フジテレビ） 連続ドラマ
主な出演者 吉岡秀隆、柴咲コウ、時任三郎、大塚寧々、石田ゆり子ほか
放映期間等 2003年7月3日（木）22:00～23:00
主な内容 離島医療に情熱をかけ、命の尊さに執着する青年医師、コトーの熱い闘いを描く。
主な撮影場所 山近記念総合病院



作品名 Ｊ－ＰＨＯＮＥ テレビＣＭ
放映媒体 テレビ (ＣＭ)
主な出演者 モデル
放映期間等
主な内容 デパート内で携帯電話サービスについて話す親子
主な撮影場所 ロビンソン百貨店 小田原

作品名 サッポロビール テレビＣＭ
放映媒体 テレビ (ＣＭ)
主な出演者
放映期間等
主な内容 ビールジョッキの形をした大型みこしでまつりを表現
主な撮影場所 小田原城銅門前広場ほか

作品名 「ためしてガッテン」
放映媒体 テレビ（ＮＨＫ総合） 情報バラエティ
主な出演者 立川志の輔、小野文惠アナウンサーほか
放映期間等 2003年6月18日（水）20:00～
主な内容 ドロハネしない歩き方を大調査！
主な撮影場所 小田原アリーナ

作品名 土曜ワイド劇場「火災調査官・紅蓮次郎2」
放映媒体 テレビ (テレビ朝日)
主な出演者 船越英一郎、純名りさ、河相我聞ほか
放映期間等 2003年6月7日（土）21:00～

主な内容
「焼け跡の灰の中に証拠は残る」。火事の現場から真実を突き止める火災調査官のド
ラマ 第2弾

主な撮影場所 小田原アリーナ駐車場、市営住宅、市役所、消防署ほか市内各所で大部分を撮影

作品名 「笑顔がいちばん」
放映媒体 テレビ (ＴＢＳ) 情報バラエティ
主な出演者 竹下景子、鈴木ほのか、宮内亜弥子ほか
放映期間等 2003年6月1日（日）7:00～7:30

主な内容
全国の地方自治体（市町村）が展開している「町おこし、村おこし」の活動を感動的に取
り上げ、その土地の魅力とそこに住む人々の素晴らしい笑顔を紹介していく番組。今回
は西さがみ連邦共和国フィルムコミッションを題材に取り上げています。

主な撮影場所 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町

作品名 金曜エンタテイメント「音の犯罪捜査官 響 奈津子6」
放映媒体 テレビ (フジテレビ) シリーズドラマ
主な出演者 古手川祐子、村田雄浩、金田明夫、高樹澪ほか
放映期間等 2003年5月23日（金）21:00～

主な内容
繊細な音声・音響の解析からでも犯罪解明の手がかりを引き出す、警視庁科学捜査研
究所の女性音響捜査官（主演：古手川祐子）の活躍を描く異色推理ドラマの人気シリー

主な撮影場所 下水道扇町管理センター、市営桑原住宅、市立白山中学校

作品名 「ＵＳＯジャパン」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ） 情報バラエティ
主な出演者 国分太一、滝沢秀明、今井 翼ほか
放映期間等 2003年5月10日（土）20:00～

主な内容
噂をもとに構成された情報バラエティ番組。番組内の再現ＶＴＲの撮影が市内で行われ
ました。

主な撮影場所 上府中公園、ウイング小田原、クイーンズマート（ヤオマサシティモール内）、市立図書



作品名 「伝説のマダム」
放映媒体 テレビ (日本テレビ) 連続ドラマ
主な出演者 桃井かおり、永作博美、高田万由子、大浦龍宇一、草刈正雄ほか
放映期間等 2003年4月14日（月）22:00～

主な内容
「マダム・マリ（桃井かおり）の作ったドレスを着ると、その花嫁は幸せになれる」。結婚と
いう人生最大のターニングポイントに込められた人々の思いを描く。1話完結、全11回予
定。（小田原の収録分は第２話）

主な撮影場所 久野星山橋・中河原配水池

作品名 映画「ＲＯＵＮＤ１」
放映媒体 映画 (韓日合作劇場公開映画）
主な出演者 畑山隆則、西村和彦、ソン・ソンミほか
放映期間等 2003年3月1日から全国ロードショー
主な内容 売り出し中の若手詐欺師を主人公とした一大エンターテインメント
主な撮影場所 ロビンソン百貨店 小田原

作品名 「黄泉がえり」
放映媒体 映画
主な出演者 草彅剛、竹内結子、柴咲コウほか
放映期間等 2003年１月18日（土）から東宝系で全国ロードショー

主な内容
とある地域で、死者が当時のままの姿で蘇る（黄泉がえる）という現象が多発。ゾンビや
幽霊の姿ではなく、死んだ当時の姿のまま、自分の事を想い続けてくれた人の前に、あ
る日突然現れる。

主な撮影場所 市内久野林道、早川のアパート、関東学院大学

作品名 土曜ワイド劇場「火災調査官・紅蓮次郎」
放映媒体 テレビ (テレビ朝日)
主な出演者 船越英一郎、純名りさ、河相我聞ほか
放映期間等 2003年1月25日（土）21:00～
主な内容 「焼け跡の灰の中に証拠は残る」。火事の現場から真実を突き止める火災調査官のド
主な撮影場所

作品名 月曜ミステリー劇場「告発弁護士シリーズ 弁護士・猪狩文助4」
放映媒体 テレビ（TBS）
主な出演者 いかりや長介ほか
放映期間等 2003年1月13日（月）21:00～

主な内容
代々伝わる地元では名家でおきた殺人事件、家政婦・志津子に科せたれた夫殺しの冤
罪事件に挑む弁護士 猪狩文助の活躍

主な撮影場所 小田原城址公園ほか

作品名 「天国のダイスケへ」
放映媒体 テレビ (日本テレビ)
主な出演者 福山雅治、瀬戸朝香、小栗旬ほか
放映期間等 2003年1月2日（木）21:00～
主な内容 箱根駅伝を題材にしたドキュメントドラマ
主な撮影場所 小田原城二の丸広場、国道１号、市内蒲鉾店 ほか
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